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事業のバトンを「きっちり」繋ぐ
株式会社サンゼリア／株式会社大楠屋
 代表取締役　酒井　修司 氏
　JR吹田駅片山商店街の通り沿いのスーパーマーケット
「フードネットマート・サンゼリア店」は、千里市場・サンゼ
リアの経営を引き継いだ株式会社大楠屋・代表取締役の酒井
修司社長が経営に当たっておられます。食品卸を営まれる大
楠屋の本社事務所も同店の2階に移転してきました。
　祖父の代から90年以上に渡り、時代に合わせ、カタチを
変えながら事業を継続されている酒井社長に、創業から現在
までの事業変遷について、また、今後の展開について伺いま
した。
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―貴社の事業内容について教えて下さい。
当社グループは、食品に関わる卸売業、配達事業、

小売業を行っております。卸売業としては、関西を中
心に食品等を卸しており、eコマースにも力を入れてお
ります。配達事業としては、吹田市近隣の保育園40園
に対して、毎日昼食の食材を届けております。小売業
としては、北摂地域に食品スーパーマーケットを8店
舗展開しております。

―創業から現在に至るまでの事業拡大についてお聞
きします。
昭和3年に祖父が大阪市福島区浄正橋近くで青果・

乾物屋として創業しました。昭和35年法人化し、昭和
39年頃より関西の食品スーパー、食料品店などへ乾
物、加工食品を中心に幅広い食品を卸すようになりま
した。昭和63年には会社本店地天満にスーパーマー
ケットをオープンしました。5年ほど前にご縁があっ
て片山町のスーパーマーケット（株）サンゼリアを引き
継ぐことになり、本社も吹田市に移転してきました。
その間代表は、祖父から父、母、兄と続き、私は5代
目となります。
卸売業である（株）大楠屋は、創業94年になり、食品

卸売業として多くの取引先に恵まれ、現在約300店舗
の食品スーパーマーケットなどへ卸しております。各
仕入先と長いお付き合いがあるため、取引先の細かな
要望にも応えられるという強みがあります。摂津市に、
物流倉庫をかまえ、必要な時に必要な量をお届けする
ことが可能です。また、販売力強化の一環としてeコ
マースを7年前からはじめており、ようやく軌道に乗
りつつあります。ネット
であれば、全国への対応
が可能です。全国卸とし
て事業を展開出来るよう
になりたいと考えていま
す。また、食物アレル
ギーを引き起こさない食
品の提供にも力を入れて
います。
配達事業を行っている（株）サンゼリアでは吹田市近

隣の保育園40箇所3,000名分の昼食用の食材を毎日
届けております。新型コロナウイルスの影響により、
日々食材受注の変動があり、担当は対応に追われてい
るようですが、吹田の未来をつくる子どもたちへの食
の貢献だと思い励んでおります。また、片山町周辺の
ご自宅へ食料品の配達を
行っております。坂が多
い地域であり、年配の方
も増えておりますのでご
利用機会も増えているよ
うです。人員体制を整え
つつ、今後は片山町以外
の地域へも展開していく
予定です。
小売業であるフードネットリテール（株）では「フード

ネットマート」と「ど！生鮮市場」という食品スーパー
マーケットを北摂地域に8店舗展開しております。卸

売業で培った仕入力を武器に地域最安値を目指してお
ります。また、消費者と一番近い場所にいることで、
消費者動向をいち早く知ることができ、その結果を卸
売の仕入れに活かすことが出来ております。ボリュー
ムディスカウントをして仕入れた商品を、お安く提供
できるという利点もあります。
令和3年1月からは、（株）R-netという関西の卸売事

業者が集まった共同組織の代表にも就任しました。卸
売1社では取り組めない共同仕入れや、大手メーカー
に対する販売企画の提案を行っております。

―現在力を入れていることは…。
軌道に乗りつつあるeコマース事業の更なる強化を

進めております。7年ほど前から取り組んでおります
が、新型コロナウイルスの影響もあり、今、売上が伸
びています。スマホ画面からの見やすさ改善や商品展
開など課題も多くありますが、当社を伸ばしていくた
めには本事業の強化が最優先になるでしょう。安定し
た仕入先確保にも力を注いでいます。さらに、小売業
としては、店舗開発専門の人材を迎え入れ、出店を強
化していきたいと考えております。
また、人材募集・教育にも力を入れております。現

在パートさんを含め200名のスタッフがいます。おか
げさまで事業が拡大できておりますので、常に人員不
足の状態です。募集したらすぐに集まるという業界で
はありませんが、このコロナ禍で就職のタイミングを
逃してしまったという若い人材も入社してきています。
今後も積極採用して参ります。
そして、DX、IT化にも積極的に取り組んでおりま

す。小売店舗ではキャッシュレス化を推進し、取引先
や社内での会議も積極的にオンライン会議を取り入れ
ています。社員一人一台スマホを支給し、活用を促し
ております。

―今後の展開についてどうお考えですか。
祖父が創業した（株）大楠屋と5年前に引き継いだ（株）

サンゼリア。多くの方のご支援があり、双方とも長い
歴史を積み重ねることができております。私も今年60
歳。心身ともに健康ではありますが、兄が急逝したこ
ともあり、何時如何なることが起きるか予想がつかな
いことを肝に銘じています。幸い、甥二人がすでに会
社に入社しており、担当事業の取りまとめ役として活
躍してくれています。卸売業、小売業とも今後も競争
激化が続く業界ですが、人材の育成とDX、IT化の推進
により、後継者に良い状態でバトンを繋いでいきたい
と思っております。また、事業を通して地域貢献がで
きるように全社員一丸となり精進していきたいと思い
ます。

―貴重なお話をありがとうございました。益々のご
発展をお祈り申し上げます。

株式会社サンゼリア／株式会社大楠屋
〒564-0082　吹田市片山町3丁目32-3

TEL 06-6170-1481
https://okusuya.jp/company/
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令和4年「新入社員教育講座」開催のご案内
　これから社会に出るにあたって、組織の一員としての意識を持ち、自信をもって仕事に臨むために社会人として
の基礎を身に付けていただきます。詳細につきましては、同封チラシもしくは、以下QRコード先のHPからご確認
の上、お申込ください。
◆開催日：令和4年4月7日（木）・8日（金）　2日間ともに10：00～16：30
◆講　師：木山　美佳 氏　
　　　　　株式会社キャリ・ソフィア代表取締役・
　　　　　一般社団法人ダイバーシティ人材育成協会代表理事
◆場　所：吹田商工会議所　3階　大会議室
◆対　象：令和4年　新入社員（35歳以下）
◆定　員：30名（先着順）
◆料　金：会員 18，000円／人　　未会員 28，000円／人
　　　　　※上記料金はテキスト代を含みます。　※昼食は各自持参でよろしくお願いいたします。
◆備　考： 新入社員教育講座の施行にあたりましては、新型コロナウイルス感染症対策として、以下の運用に努め

て参ります。今後の感染拡大によっては、日程又は内容を変更する場合がありますが、その際は事前に
ご連絡いたします。

吹田商工会議所 理財部会　主催
吹田市用途地域等の見直しに伴う意見交換会

　吹田市では、都市計画マスタープランに示すまちづくりの方針に沿った都市空間の形
成のため、令和4年度に用途地域等の見直しをすべく検討をすすめています。
　その地区の用途地域等が変更されると、建物を建てる際の用途や高さなどの制限が変
わってしまいます。その結果、自社立地の周辺環境が将来大きく変わったり、不動産取
引や建設などの事業者の仕事に影響が生じたりします。
　理財部会（金融業・不動産業）のメンバー以外のご参加も歓迎いたします。ご関心のあ
る方は是非ご出席下さい。（先着40名様、参加費：無料）

［開催日時］ 令和4年3月23日（水）　15：00～（1時間30分程度）
［会　　場］ 吹田商工会議所　3階大会議室　※吹田市泉町2-17-4（阪急吹田駅西改札口より徒歩1分）
　　　　　 　コロナ禍による緊急事態宣言等で会場開催が困難な場合は、Zoom方式に変更する場合があります。
［説　　明］ 吹田市都市計画部都市計画室　職員
［内　　容］ 1. 用途地域等見直しのスケジュールについて　　　2. 用途地域等の指定方針及び指定基準
　　　　　 3. 見直し地区の選び方について　　　　　　　　　4. 吹田市との意見交換（質疑応答）
［参加方法］  吹田商工会議所までお電話下さい。FAXにて申込書を送付しますのでそちらにご記入の上、FAXに

てご返信願います。
　　　　　 TEL番号：06-6330-8001　FAX番号：06-6330-3350（吹田商工会議所行）

令和4年「新入社員教育講座」開催のご案内令和4年「新入社員教育講座」開催のご案内令和4年「新入社員教育講座」開催のご案内

新入社員教育講座HP

吹田商工会議所 理財部会　主催
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吹田商工会議所 理財部会　主催
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個人・法人の情報漏えいリスクに備えるなら

情報漏えい賠償責任保険制度
～サイバーリスク補償型
●サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償
●見舞金・見舞品購入費用も補償
●海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償（※1）
　  ※1プレミアムプランで対象となります。IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となります。

●商工会議所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した保険料水準（※2）
　  ※2団体割引20%＋「割引確認シート（SECURITY ACTION自己宣言（IPA）の有無等）」のご回答に応じ最大60%割引＝最大68%割引まで適用可能

●IT業務も行う事業者向けオプションとして、「IT業務特約」もご用意
●「標的型メール訓練サービス」をご提供

サイバーセキュリティ対策が不十分な環境での作業が増え
情報漏えいリスクが益々高くなっています!

テレワークの
導入により…

! サイバーリスクは「すべての事業者」が抱えるリスクであり
経済的損失に備えることも重要な対策です !

機密情報の有無
にかかわらず…

!

テレワー
クの

リスクも

補償

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

引受損害保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社
東京海上日動火災保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社（事務幹事会社）

お問い合わせ先
各地商工会議所
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P

●一部の商工会議所では、本制度を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は制度概要を示したものです。詳しくは、お近くの商工会議所にご確認ください。
●商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

[専門事業者賠償責任保険]

全 国 商 工 会 議 所
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●IT業務も行う事業者向けオプションとして、「IT業務特約」もご用意
●「標的型メール訓練サービス」をご提供

サイバーセキュリティ対策が不十分な環境での作業が増え
情報漏えいリスクが益々高くなっています!

テレワークの
導入により…

! サイバーリスクは「すべての事業者」が抱えるリスクであり
経済的損失に備えることも重要な対策です !

機密情報の有無
にかかわらず…

!

テレワー
クの

リスクも

補償

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

引受損害保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社
東京海上日動火災保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社（事務幹事会社）

お問い合わせ先
各地商工会議所
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P

●一部の商工会議所では、本制度を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は制度概要を示したものです。詳しくは、お近くの商工会議所にご確認ください。
●商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

[専門事業者賠償責任保険]

全 国 商 工 会 議 所

385×175

個人・法人の情報漏えいリスクに備えるなら

情報漏えい賠償責任保険制度
～サイバーリスク補償型
●サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償
●見舞金・見舞品購入費用も補償
●海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償（※1）
　  ※1プレミアムプランで対象となります。IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となります。

●商工会議所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した保険料水準（※2）
　  ※2団体割引20%＋「割引確認シート（SECURITY ACTION自己宣言（IPA）の有無等）」のご回答に応じ最大60%割引＝最大68%割引まで適用可能

●IT業務も行う事業者向けオプションとして、「IT業務特約」もご用意
●「標的型メール訓練サービス」をご提供

サイバーセキュリティ対策が不十分な環境での作業が増え
情報漏えいリスクが益々高くなっています!

テレワークの
導入により…

! サイバーリスクは「すべての事業者」が抱えるリスクであり
経済的損失に備えることも重要な対策です !

機密情報の有無
にかかわらず…

!

テレワー
クの

リスクも

補償

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

引受損害保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社
東京海上日動火災保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社（事務幹事会社）

お問い合わせ先
各地商工会議所
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P

●一部の商工会議所では、本制度を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は制度概要を示したものです。詳しくは、お近くの商工会議所にご確認ください。
●商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

[専門事業者賠償責任保険]

全 国 商 工 会 議 所

詳細はこちらから→

385×175

個人・法人の情報漏えいリスクに備えるなら

情報漏えい賠償責任保険制度
～サイバーリスク補償型
●サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償
●見舞金・見舞品購入費用も補償
●海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償（※1）
　  ※1プレミアムプランで対象となります。IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となります。

●商工会議所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した保険料水準（※2）
　  ※2団体割引20%＋「割引確認シート（SECURITY ACTION自己宣言（IPA）の有無等）」のご回答に応じ最大60%割引＝最大68%割引まで適用可能

●IT業務も行う事業者向けオプションとして、「IT業務特約」もご用意
●「標的型メール訓練サービス」をご提供

サイバーセキュリティ対策が不十分な環境での作業が増え
情報漏えいリスクが益々高くなっています!

テレワークの
導入により…

! サイバーリスクは「すべての事業者」が抱えるリスクであり
経済的損失に備えることも重要な対策です !

機密情報の有無
にかかわらず…

!

テレワー
クの

リスクも

補償

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

引受損害保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社
東京海上日動火災保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社（事務幹事会社）

お問い合わせ先
各地商工会議所
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P

●一部の商工会議所では、本制度を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は制度概要を示したものです。詳しくは、お近くの商工会議所にご確認ください。
●商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

[専門事業者賠償責任保険]

全 国 商 工 会 議 所
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中小法人・個人事業者のための「事業復活支援金」
～コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援～

　新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給されます。以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を
問わず給付対象となり得ます。

給付対象について
ポイント1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る

ポイント2 2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月～2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50％以上又は30％以上50%未満減少した事業者

申請期間 2022年1月31日（月）～5月31日（火）
給 付 額 ＝基準期間の売上高－対象月の売上高×5

基準期間
「2018年11月～2019年3月」、「2019年11月～2020年3月」、「2020年11月～2021年3月」
のいずれかの期間
（対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間であること）

対 象 月 2021年11月～2022年3月のいずれかの月
（基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30％以上50％未満減少した月であること）

給　付　上　限　額

売上高減少率 個人事業者
法　　人

年間売上高※
1億円以下

年間売上高※
1億円超～5億円以下

年間売上高※
5億円超

▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%以上50%未満 30万円  60万円  90万円 150万円
※基準月（2018年11月～2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

※当所への「事前確認」のご依頼は、当所会員様で「継続支援関係」にあたる方のみのご対応となります。
　「事前確認」をご希望の方は、予めお電話でお問合せをお願いいたします。
※一時支援金または月次支援金を受給された方は、「事前確認は不要」です。
【相談窓口】 TEL：0120-789-140　IP電話専用回線：03-6834-7593
　　　　　 受付時間：8：30～19：00（土日・祝日含む全日）
　　　　　 ※当支援金の詳細について、必ず下記ホームページをご確認ください
　　　　　 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

中小法人・個人事業者のための「事業復活支援金」
～コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援～～コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援～

中小法人・個人事業者のための「事業復活支援金」
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日本政策金融公庫による新型コロナウイルス対策マル経融資
期限延長のご案内

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、マル経融資に

別枠1,000万円が設けられた新型コロナウイルス対策マル経融資は2022（令和4）年4月以降も延長されます。
※期限は未定

『3つの特徴』 融資期間 融資限度額 延長期間

担保なし

保証人・保証料なし

低金利（0.31％）
※当初3年間

運転資金

7年以内（据置3年以内）

設備資金

10年以内（据置4年以内）

1,000万円
★既存マル経融資とは別枠
★ 公庫等の既往債務の借換も
対象

2022年4月以降も延長
※延長後の期限は未定

融資対象 融資要件 通常マル経融資の要件に加え、以下のコロナマル経融資に利子補
給制度を併用することで実質的な無利子化を実現

小規模事業者
※ 業種と従業員人数で判定し
ます
※ その他の要件は下記融資要
件と裏面ご融資対象をご確
認ください。

比　較　月 売上減少率 利　率

コロナマル経

（日本政策金融公庫）

最近1か月の売上または過去6か月の平均

売上と前3年のいずれかの年の同期と比較
5％減少 0.31％

利子補給制度

（中小機構）

上記借入を行った際、最近1か月、その翌

月、その翌々月の売上高または最近1か月

から遡った6か月間の平均売上高と前3年

のいずれかの年の同期と比較

・個人事業主

　└要件なし

・小規模事業者

　└15％減少

最長3年間の利

子相当額を助成

（実質無利子化）

※別途、利子補給制度を利用することで、3年間無利子となります。

日本政策金融公庫による新型コロナウイルス対策マル経融資
期限延長のご案内

日本政策金融公庫による新型コロナウイルス対策マル経融資
期限延長のご案内

日本政策金融公庫による新型コロナウイルス対策マル経融資日本政策金融公庫による新型コロナウイルス対策マル経融資
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事 業 内 容
　当院は、市内芳野町にあるアメニティ江坂さんの敷
地内にて鍼灸治療院を営んでいます。施術のメニュー
は、鍼灸とマッサージを中心に全身ケア、局所集中ケ
ア、包帯・テーピング固定、酸素カプセル、美容美顔
鍼・マッサージなど幅広い施術で患者さんの身体のケ
アをしています。

創 業 の 経 緯
　中学生、高校、大学とテニスのプレーヤーとして励
む傍ら、テニスインストラクターの経験もあります。
プレーヤー時代は、私自身もケガに苦しんだ時期もあ
り、またインストラクターになっても生徒さんからケ

ガの相談を受けていました。そこで、医療専門
学校へ入学し、鍼灸マッサージの資格を取得し
ました。その後、テニスのインストラクターを
していたアメニティ江坂さんのお声がけもあり、
平成28年に江坂テニスセンター内に当院を開業
しました。

当院の特徴・強み
　専門学校を卒業して10年間、病院の整形外科内にて
施術をしていた経験もあり、テニスに限らずスポーツ
外傷の施術は、自信があります。また、当院の店舗立
地として、テニススクールの生徒さんの治療を行うこ
とにより、その口コミにより遠方から施術に来られる
患者さんもいらっしゃいます。

今 後 の 展 望
　アメニティ江坂内には、テニスセンター以外にゴル
フやベースボールの施設があり、これらのスポーツに
特化した痛みの施術を行っていきたいと考えます。そ
して、長期的な展望として、当敷地内とは別に路面に
て多店舗展開をはかりたいと思っています。

新入会員インタビュー しんや鍼灸治療院

代表者：新谷　健（しんや　たけし）
所在地：吹田市芳野町13-50　
　　　　江坂テニスセンター　新館内
連絡先：080-3768-0782
ＵＲＬ：https://ssc.crayonsite.net
E-mail：ulonjin0722@gmail.com

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2022.1.1～1.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

商　　　業 （株）TomoArk 吹田市五月が丘北 アパレル、輸入、貿易
建　　　設 （一社）近畿建築業協会 吹田市豊津町 CBTテストセンターの運営、事務所・住宅等のリフォーム工事
専門サービス しんや鍼灸治療院 吹田市芳野町 鍼灸院
※ご入会時に名簿への掲載に同意いただきました事業所様のみ掲載させていただきます。
≪事務局からお知らせ≫事業所名・所在地・代表者などの変更がございましたら 当商工会議所 総務部 までお知らせください。

只今、吹田商工会議所　新規会員募集中　新規会員をご紹介ください。　連絡先：6330-8001 総務部迄



□遺言の書き方がわからない
□書いた遺言は法的に大丈夫なのか
□子ども達が財産で争わないようにしたい

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339　FAX 06-6337-9355

http://www.kansaigodo.co.jp 

行政書士法人 アイリスパートナーズ
一つでも□があればすぐに、ご相談ください✓

〒564-0063
吹田市江坂町 1 丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9340 FAX 06-6337-9355

社会保険労務士法人 アイリスパートナーズ

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□マイナンバーが不安だ

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

一つでも□があるなら、すぐにご相談ください✓「経営革新等支援機関」認定取得　近財金1第403号

経営相談 経営改善計画

関西合同会計事務所 代表税理士 立田博久

経営のお悩み・現状の不安はありませんか？
初回相談無料でお話をおうかがいいたします。

〒564-0063 吹田市江坂町 1 丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339　FAX 06-6337-9355

http://www.kansaigodo.co.jp 

人々に、あかるい暮らしを

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL

各種建物新築・改修工事
電気設備・消防設備

空調設備・防犯設備

FAX
06-6381-6623
06-6382-7466

https://www.sakae-denki.co.jp

全国商工会議所
ビジネス総合保険制度 取扱中！
賠償責任や事業休業、財産、工事など、会
員事業所を取り巻く様々な事業活動リスク
に対する補償を一本化して御加入できます！

詳しくは吹田商工会議所　共済担当まで
https：//suitacci.com/
TEL▶06-6330-8001

広告掲載募集中!
月々5,500円（税込）で

2,000か所以上の事業所に届きます!
詳細は会報担当まで

suitacci@suita.cci.or.jp
TEL：06-6330-8001
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伝えたいことは繰り返す

　伝えたはずなのに、伝わっていない。相手から「言っ
たよね？」と言われ、記憶になくてモヤモヤすることが
ある。誰にでもいつでも起こり得ることです。実は、
人の話を真剣に聞いていても受け止められるのは50％
以下です。なぜなら相手の話を聞いているときにそれ
を阻害する要因が存在するからです。まず、一つ目は
「自分の記憶がよみがえる」こと。人の話を聞きながら、
「あ、それ知っている」「あのことかな？」「この前その
場所に行った」と自分の記憶と結び付けながら話を聞き
ます。そうすると、瞬間的にではありますが、意識が
相手の話からそれてしまうのです。
　二つ目は「自分の気持ちが動く」こと。相手の話に影
響されて、気持ちがアップダウンしたり、自分事とし
て捉えてしまったりすることがあります。例えば、誰
かの悪口を聞き自分にも思い当たるところがあるなと
心配になったり、仕事の段取りを聞いていて自分も処
理していない案件があったと思い出して焦ったりする
といったように、気持ちが動くことで意識が自分の方
に向いてしまいがちになります。自分の気持ちに意識
が向いてしまうと、しばらく上の空になってしまうこ
とさえあります。
　最後に「相手への対応を考える」こと。私たちは、相
手の話を聞きながらも常にどのように対応すればよい

かを瞬時に考えています。単なる応答の言葉選びに加

え、アドバイスする場合などは筋道を立てる必要もあ

るでしょう。

　このような要因が、正確に相手の話を認識すること

を阻害してしまうのです。このことを理解した上で心

掛けることは、「大切なことは繰り返し伝える」「確認

する」ということです。大人だから1回言えば分かる、

何度も確認したら相手に失礼になるのではと思わずに、

伝えたいことは繰り返すことでトラブルを最小限に抑

えられます。話の中で最後に確認するのもよいですし、

メールなどでリマインドするのも効果的です。言った

言わないトラブルは信頼関係を崩壊させますので、面

倒がらずに普段から丁寧なやりとりを心掛けましょう。

職場のかんたん
メンタルヘルス

日本メンタルアップ支援機構 代表理事
大野　萌子 / おおの・もえこ
法政大学卒。一般社団法人日本メンタル
アップ支援機構（メンタルアップマネー
ジャ資格認定機関）代表理事、産業カウン
セラー、2級キャリアコンサルティング技
能士。企業内健康管理室カウンセラーとし
ての長年の現場経験を生かした、人間関係
改善に必須のコミュニケーション、ストレ
スマネジメントなどの分野を得意とする。
現在は防衛省、文部科学省などの官公庁を
はじめ、大手企業、大学、医療機関などで年間120件以上の講
演・研修を行い、机上の空論ではない「生きたメンタルヘルス
対策」を提供している。著書に『よけいなひと言を好かれるセリ
フに変える言いかえ図鑑』（サンマーク出版）ほか多数。
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おかげさまで40周年！

お鍋・サラダ・炒め物など
あらゆる料理にお使いいただけます。

本　社／大阪府吹田市中の島町2-26　℡（06）6381-2626㈹
HPではマロニーを使ったレシピを紹介中！
 https://www.malony.co.jp/
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令和3年度　北地区合同例会が開催されました！
　令和4年2月19日に、令和3年度北地区合同例会「アフターコロナ青年部版：破 ～WE 
CAN ADVANCE～」が池田YEG主管により、オンラインで開催されました。まずは、第
1部に、「コロナ禍での現状とアフターコロナでのビジネスの展望について」と題して、
株式会社デジタルシフトウェーブ　代表取締役社長 鈴木康弘氏によるご講演を開催しま
した。
　第2部は会員同士の交流を目的としたブレイクアウトルームを2度行い、コロナ禍にお
けるビジネスでの工夫やお互いの趣味について語り合い交流を深めました。各チームで
ビジネスでの工夫を発表し、優秀なプランには各単会の会長から会長賞が進呈されまし
た。最後に、各単会の令和2年度と3年度のPRムービーを配信した後、各単会次年度会
長紹介を行いました。2度のブレイクアウトルームやPRムービー等により、お互いを知
る機会となり、既知のメンバーとは新たな一面を発見できることにつながりました。
　コロナ禍ということで、オンライン開催となりましたが、オンラインならではの楽し
み方で、池田YEG、箕面YEG、吹田YEG、3単会の会員の親睦を図り、お互いの人とな
りがわかる事業となりました。今後も吹田商工会議所青年部（吹田YEG）では、他単会会
員との絆も深め、地域の活性化に貢献出来るよう活動して参ります。

吹田商工会議所貸会議室のご案内
　当会館は、阪急吹田駅から徒歩1分と便利な立地で、セミナー・研修・会議・面接などの用途にご利用いただけ
る会議室を貸出しております。会員の皆様は割安料金でご利用いただけます。是非、各種会合等にご検討ください。

会議室一覧（会員料金／税込み）
会議室　※（定員） 大会議室（50名） 第1会議室（15名） 第2会議室（8名）

※ 会議室の定員は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の
為、通常より人数を減らし
ております。
※ 貸室料以外に、別途割増料
金が必要な場合がありま
す。ホームページをご確認
ください。

午　前
 9：00～12：00  9，900円 6，600円 3，300円

午　後
13：00～17：00 13，200円 8，800円 4，400円

夜　間
18：00～22：00 13，200円 8，800円 4，400円

貸出機材：プロジェクター　2，200円　　スクリーン　1，100円

詳しくは当所ホームページをご覧ください：https://suitacci.com/?page_id=48
お問合せ先：吹田商工会議所　TEL 06-6330-8001

令和3年度　北地区合同例会が開催されました！令和3年度　北地区合同例会が開催されました！令和3年度　北地区合同例会が開催されました！青年部コーナー

吹田商工会議所貸会議室のご案内吹田商工会議所貸会議室のご案内吹田商工会議所貸会議室のご案内
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　昨年後半からコロナ禍に収束の兆しが見え、経済活
動の正常化の道筋が立ってきた矢先に、オミクロン株
が猛威を振るい、今年の経済成長への影響が再び懸念
されている。
　昨年12月末に大和総研のエコノミストが公表した
「2022年の日本経済見通し」（21年12月21日）では、
22年における日本の経済成長は欧米と遜色ない高い成
長を見込み、実質GDP成長率は＋4.0％との予想で
あった。この前提となるのは、経済活動の本格的な再
開や、岸田政権が取りまとめた経済対策の効果による
個人消費や設備投資の成長率が高まることである。た
だし、冒頭で述べたように景気下振れの最大リスクは
オミクロン株の国内での流行であり、感染予防率が
30％ポイント低下すると、22年に3回の行動制限の強
化を余儀なくされ、同年の実質GDPは全国ベースで
10兆円減少し、成長率は1.8％ポイント低下すると予
想している。他方、米国の足元の消費者物価指数
（CPI）の上昇率が前年比約＋7％となり、インフレ懸念
が強まっていることにも言及している。この指数は22
年10－12月期で同＋3.0％まで低下する見込みであ
るが、インフレが想定以上に加速し、仮に米国の長期
金利が5％まで上昇すると、世界経済の成長率は5％ポ
イント低下すると予想している。さらに想定される世
界経済への悪影響が22年中に全て発現すれば、マイナ
ス成長に陥る可能性があるとしている。
　このようなコロナ禍の経済危機の余波が続く状態で
は、度重なる危機を企業が乗り越える力を意味する「企
業レジリエンス」が注目されるのは当然であろう。事業
環境の悪化に対応できる柔軟性、頑健性が高く、回復
力に優れた企業は、一般的に生産性も高いとされてい
る。日本の大手企業の企業レジリエンスはどうであろ
うか。中長期的には、デジタル化への対応の遅れ、グ
ローバルサプライチェーンの再構築、経済安全保障の
対応などの、さまざまな経営課題を抱えているといわ
れているが、大手の上場企業に限って言えば、コロナ
禍でも堅調な企業業績を見ると、企業レジリエンスは
高まっていると言えよう。大和証券の企業アナリスト
が公表した「2021年度～2022年度の企業業績見通し
［2021年12月］」（主要上場企業（除く金融））では、
2021年度の売上高は前年度比12.0％増収、経常利益
は前年度比35.0％増益と3年ぶりに増収増益となり、
過去最高益を更新する見込みである。さらに、22年度
は、伸び率が低下するものの、同6.3％増収、同7.0％
増益で2年連続の増収増益で、過去最高益更新となる
と見込んでいる［注1］。アナリストの総評としては「総
じてみると、コロナ禍による供給制約、原材料価格上
昇といった逆風下でも、コロナ禍を受けてコスト構造

などが改善したところで経済正常化が進展し、一部の
値上げ効果もあり、日本企業の業績は改善し、最高益
を更新すると見込まれる」としている。同調査によれ
ば、リーマン・ショックの経済危機、東日本大震災の
経済的な危機の時と比較して、コロナ禍の企業業績へ
の影響は、経常利益の落ち込みが軽微で済んでおり、
企業レジリエンスは高まっていると言えよう。 
　今回のコロナ禍による経済危機は、1970年以降の
日本の経済危機の歴史をひも解くと、7回目［注2］に該
当すると考えられる。日本には古くから「七転び八起
き」という言葉があり、7回の危機を乗り越えた日本企
業のレジリエンスはかなり鍛えられていると言えよう。
ただし、聖書（旧約聖書:箴言24章16節）には「正しい
者は七たび倒れても、また起きあがる、しかし、悪し
き者は災によって滅びる」［注3］としている。多くの危
機を“くじけず” “正しく”乗り越えた企業は、今後も10
年に一度ぐらい大きな経済危機でも企業レジリエンス
は維持できると解釈できる。この“正しく乗り越える”
がポイントであろう。つまり、いくら世の中が変化し
ても変わらないものと、世の中の変化とともに変わっ
ていくものの根本を一つと考える「不易流行」に基づく
“正しい”回復力を身に付けることがレジリエンスを維
持する上で重要ではなかろうか。自社の本質的な付加
価値とテクノロジーのようなはやりを混同してしまう
と、レジリエンスは逆に損なわれる可能性が高い。「不
易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新
たならず」［注4］、企業経営者には常に自社の本質的な
付加価値と真摯（しんし）に向き合いながら、流行を取
り入れる勇気が求められよう。
［注1］為替の前提は21年10月以降、110円/ドル、130円/ユーロ、
原油前提（WTIベース）は80ドル/バレル（21年第3四半期）、70ドル
/バレル（21年第4四半期）、60ドル/バレル（22年度平均）である。
［注2］1）1970年から71年のニクソンショックと73年のオイル
ショックから主なものを数えると、2）90年代のバブル崩壊による経
済危機、3）90年代後半のアジア通貨金融危機後の金融・経済危機、
4）2000年代前半のITバブル崩壊による経済危機、5）08年のリーマ
ン・ショックを契機とするグローバルな金融・経済危機、6）11年の
東日本大震災による経済危機
［注3］日本聖書協会『聖書 新共同訳』
［注4］松尾芭蕉「奥の細道」

『不易流行』の経営が不可欠
潮流を
読む

株式会社大和総研 金融調査部 主席研究員
内野　逸勢 / うちの・はやなり
1990年慶応義塾大学法学部卒業。大和総研入社。企業調査
部、経営コンサルティング部、大蔵省財政金融研究所（1998
～2000年）出向などを経て現職（金融調査部　主席研究員）。



株式会社リバフォール
吹田市江の木町 24-27 TEL.06-6384-3630 FAX.06-6385-8749

株式会社リバフォール

不動産賃貸管理

http://riverfall.net/

吹田市南金田・南吹田・穂波町エリアで
賃貸から売買までトータルに扱う『唯一』の不動産会社です！
　このエリアでの不動産はぜひ！ 当社にお任せください。

不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

オンリー
　　 ワン

〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-14-15
URL  http://www.kensei.net

株式会社

フリーダイヤル0120-054-203

迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理
空調、衛生設備工事のことならご相談下さい

大阪府知事許可　(特-9)第96963号　管工事業

株式会社 江坂設備工業
〒564-0051 吹田市豊津町23-1

TEL 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

おかげさまで100年

〒564‐0031 吹田市元町28番7号
TEL 06-6381-3395　FAX 06-6318-2000
E-mail:oeda@oeda.com　URL http://www.oeda.com

吹田元町で─これからも

since1915
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第10期　飲食店等に対する営業時間短縮協力金
申請受付期間：令和4年3月1日（火）から4月18日（月）まで

　令和4年1月27日から3月6日の間、営業時間短縮の要請にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止及び事業継続を目的に、事業規模（売上高）に応じて営業時間短縮協力金を支給されます。
主な支給要件
1．  大阪府内に要請対象施設※（飲食店、遊興施設、結婚式場）を有する事業者であること
（※食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗）

2．  令和4年1月27日から3月6日までの期間において、下表の要請ア、イ又はウを遵守したこと
要請期間

全期間 令和4年1月27日（木）～3月 6 日（日） 39日
期間1 令和4年1月27日（木）～2月20日（日） 25日
期間2 令和4年2月21日（月）～3月 6 日（日） 14日

※期間1又は期間2のいずれかのみ要請を遵守した場合も対象となります
支給単価

要請ア 要請イ・要請ウ
売上高方式 2.5～7.5万円／日 3～10万円／日

売上高減少額方式 0～20万円／日
要請ア 要請イ 要請ウ

ステッカー
種別 大阪府感染防止認証ゴールドステッカー 大阪府感染防止宣言ステッカー（ブ

ルーステッカー）
通常の営業
時間

午後9時から翌午前5時までの時間帯
に営業 午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業

要請期間中
の営業時間 午前5時から午後9時までの間に短縮 午前5時から午後8時までの間に短縮（休業含む）

酒類の提供 酒類提供（持込み含む）は午前11時か
ら午後8時30分までの間 酒類提供（持込み含む）は自粛

利用人数等

同一テーブル4人以内（5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分け
ること）
※ 大阪府「ワクチン・検査パッケージ制度」の登録店舗は、対象者全員検査で陰
性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可能です。

同一グループ・同一テーブル4人以内
（5人以上の入店案内は控えること）

【大阪府営業時間短縮協力金コールセンター（第10期）】 電話番号：06-6615-8514（平日午前9時から午後6時まで）
※3月5日、12日、19日、26日（いずれも土曜日）は午前9時から午後6時まで開設。　
※聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問い合わせが難しい方は、ファクシミリでも対応可能。FAX番号：06-6210-9075

当協力金の詳細については、必ずホームページ等をご確認ください。

第10期　飲食店等に対する営業時間短縮協力金
申請受付期間：令和4年3月1日（火）から4月18日（月）まで申請受付期間：令和4年3月1日（火）から4月18日（月）まで

第10期　飲食店等に対する営業時間短縮協力金
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第36回　吹田市起業家交流会開催のお知らせ
　起業・創業者に対する支援の一環として、市内で起業を考えておられる方、既に事業を営んでおられる方がお互
いに語り合う交流会を開催します。起業について興味がある方も、是非御参加ください。

◆開催日：令和4年3月24日（木）
◆時　間：18時30分～21時00分
◆場　所：吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）
◆対　象：起業について興味がある方ならどなたでも参加できます
◆定　員：先着40名
◆主　催：吹田市起業家交流会実行委員会・吹田市
◆申込み：3月18日（金）までに以下のいずれかの方法で申込み
　　　　　・Web専用申込フォームから申込み（右記QRコード）
　　　　　・所定の用紙を地域経済振興室までFAX・郵送・持参
　　　　　　（吹田市ホームページからダウンロード可）
◆問合せ：吹田市役所地域経済振興室　TEL 06-6170-7217　FAX 06-6384-1292

吹田税務署からのお知らせ
●国税の納付について
　 　国税の納付は、ダイレクト納付・クレジット納付及び振替納税などの
キャッシュレス納付が便利です。
　 　詳細は、国税庁ホームページ「国税の納付手続（納期限・振替日・納付
方法）」をご覧ください。
●確定申告等について
　 　新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告等が困難な方
は、期限を延長することができます。
　 　詳細は、国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する対
応について」をご覧ください。

第36回　吹田市起業家交流会開催のお知らせ第36回　吹田市起業家交流会開催のお知らせ第36回　吹田市起業家交流会開催のお知らせ

参加費無料！

吹田税務署からのお知らせ

読み取りはコチラ！

お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネ
ス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。

「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。

全国商工会議所
事業活動を取り巻く様々なリスクから
会員の皆様をお守りする

2021年4月作成 21-TC00594
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一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）
※33％割引は「賠償責任に関する補償」「休業に関する補償」に適用されます。 
保険期間：2021年7月1日午後4時から2022年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）
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その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。
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マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

東京海上日動の
新型コロナ

ウイルス感染症も

補償
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［担当課支社］
大阪北支店　直轄課
住　所：〒541-8555 大阪市中央区高麗橋3-5-12 淀屋橋東京海上日動ビルディング7階
ＴＥＬ：06-6203-0632
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今日から明日へくつろぎのひとときを
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